
 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL

神戸大学 神戸大学と産業界との連携を推進する中核組織として、産
官学連携の推進や知財管理、人材育成などに取り組んで
います

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5945 078-803-5389 http://www.innov.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ホームページ参照 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5395 078-803-5049 http://www.research.kobe-u.ac.jp/gksh-
web/ura/index.html

神戸大学 グローバル文化学科 657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1 078-803-7515 078-803-7509 http://www.ｆｇｈ.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 発達コミュニティ学科
環境共生学科
子ども教育学科

657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11 078-803-7905 078-803-7939 http://www.ｆｇｈ.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 人間発達環境学研究科では、人の一生を通じた発達と、そ
の発達を支える環境を対象とした教育研究を行っています
人間発達専攻、人間環境学専攻

657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11 078-803-7905 078-803-7939 http://www.h.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数学科、物理学科、化学科、生物学科、惑星学科 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、惑星学専
攻

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ホームページ参照 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-5111 078-382-5050 https://www.med.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 大学院 医学研究科 附属感染症センター 感染症センターは、予防薬、診断薬、治療薬の開発や診療
システムの整備、人材育成を目指します。WHO神戸セン
ターや兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究セン
ター、神戸市環境保健研究所と協力し、感染症対策の新た
な県内拠点となる

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-5111 078-382-5714 https://www.med.kobe-u.ac.jp/cid/

神戸大学 大学院 医学研究科 附属動物実験施設 動物実験施設は、医学研究科・医学部で実施される動物を
用いた医学研究をサポートし、動物実験が適正に実施され
るよう教育および情報提供をする。

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-6902 078-382-6904 http://www.med.kobe-u.ac.jp/iea/

神戸大学 医学部 附属病院 国際がん医療・研究センター 神戸医療産業都市の中で、産官学連携のもと、医工連携を
進め、革新的医療機器の開発・研究を推し進めるＲｅｓｅａｒｃ
ｈ Ｈｏｓｐｉｔａｌとしての役割を担っています。

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-1 078-302-7111 078-302-7147 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/iccrc/

神戸大学 看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻、作業
療法学専攻

654-0142 神戸市須磨区友が丘7-10-2 078-796-4502 078-796-4509 http://www.ams.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 看護学領域、病態解析学領域、リハビリテーション科学領
域、パブリックヘルス領域

654-0142 神戸市須磨区友が丘7-10-2 078-796-4502 078-796-4509 http://www.ams.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 建築学科、市民工学科、電気電子工学科、機械工学科、応
用化学科、情報知能工学科

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 建築学専攻、市民工学専攻、電気電子工学専攻、機械工
学専攻、応用化学専攻

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 システム科学専攻、情報科学専攻、計算科学専攻
（令和５年４月よりシステム情報学専攻に一専攻化されま
す。）

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 食料環境システム学科、資源生命科学科、生命機能科学
科

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5921 078-803-5932 http://www.ans.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 食料共生システム学専攻、資源生命科学専攻、生命機能
科学専攻

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5921 078-803-5932 http://www.ans.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 大学院 農学研究科 附属食資源教育研究セン
ター

ヤマナシ、サクラソウ、但馬牛などの遺伝資源の評価や保
全の研究。稲・畑作での農業機械の新たな利用方法の研
究

675-2103 加西市鶉野町1348 0790-49-0341 0790-49-0343 https://www.edu.kobe-u.ac.jp/ans-foodres/

神戸大学 グローバル輸送科学科、海洋安全システム科学科、マリン
エンジニアリング学科

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 海洋政策科学科 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 https://www.ocean.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 海事科学専攻 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 大学院 海事科学研究科 附属国際海事研究センター 海事に関する総合的かつ先端的な研究を行うとともに、積
極的な情報発信により、国内外の海事社会の発展に寄与
します

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6318 078-431-6318 http://www.imerc.maritime.kobe-u.ac.jp

国
立

大学院 理学研究科

医学部 医学科
大学院 医学研究科

医学部 保健学科

大学院 保健学研究科

工学部

大学院 工学研究科

産官学連携本部

学術研究推進機構学術研究推進室

国際人間科学部

国際人間科学部

大学院 人間発達環境学研究科

理学部

大学院 システム情報学研究科

農学部

大学院 農学研究科

海事科学部

海洋政策科学部

大学院 海事科学研究科

学部
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神戸大学 大学院 海事科学研究科 付属練習船海神丸 ホームページ参照 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 https://www.ocean.kobe-u.ac.jp/kaijindayori/
https://www.maritime.kobe-
u.ac.jp/joint_usage/fukaemaru/for_public.html

神戸大学 バイオプロダクション分野
先端膜工学分野
先端IT分野
先端医療学分野
アントレプレナーシップ分野

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5332 078-803-5349 http://www.stin.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 神戸大学のDXに係る施策のデザイン・導入、定着支援と、
ICT活用を推進するため、情報基盤の整備・提供等を行う。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5081 078-803-5375 http://www.istc.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 シグナル機能制御研究部門
シグナル統合経路研究部門
シグナル分子応答研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5332 078-803-5349 http://www.biosig.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 レーザー分子光科学研究部門、テラヘルツ分子科学研究
部門、テラヘルツ物性物理学研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.research.kobe-u.ac.jp/mprc/

神戸大学 地震災害リスク評価研究、地盤環境リスク評価研究、社会
基盤マネジメント研究、減災エリアマネジメント研究、産業・
経済危機管理マネジメント研究、情報コミュニケーション研
究、安全コミュニケーション研究、感染症リスク・コミュニ
ケーション研究

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数理･データサイエンスに関わる基礎から応用に至る様々
な研究

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5753 http://www.cmds.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 アイソトープ部門、機器分析部門、極低温部門 、加速器部
門、動物機能解析部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5398 078-803-5049 http://www.csrea.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 瀬戸内海などの閉鎖性海域の自然環境に関する基礎的研
究と教育を行うほか、沿岸環境の保全と修復に関わる研究
を行う

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5781 http://www.research.kobe-u.ac.jp/rcis-kurcis/

神戸大学 海域における火山活動や地震活動に関する先端的な調
査・観測を行い、地球変動の根本的原因の解明や海洋由
来災害の軽減を目指した研究を実施している。

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-4620 078-431-4620 http://www.k-obec.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 瀬戸内海などの閉鎖性海域の自然環境に関する基礎的研
究と教育を行うほか、沿岸環境の保全と修復に関わる研究
を行う

656-2401 淡路市岩屋2746 0799-72-2374 0799-72-2950 http://www.research.kobe-u.ac.jp/rcis-
kurcis/kyoten2020/facility.htm

神戸大学 バイオテクノロジーに関わる先端・融合領域における研究
及び人材育成の推進並びに研究成果の社会への還元

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-6 078-304-6016 078-304-6019

神戸大学 思春期・壮年期疾患および認知症疾患の病因、病態、生体
情報システム、予防・早期診断法に係る研究。フィジカル・メ
ンタルヘルスに関する研究。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5245 078-803-5254 http://www.kobe-u.ac.jp/medicalc/index-j.html

神戸大学 バイオベース燃料・化学品研究部門
バイオロジクス研究部門
機能性食品素材･アグロバイオ研究部門
化学・プロセス研究部門
先端プラットフォーム技術開発部門
バイオエコノミー研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6495 078-803-5349 http://www.egbrc.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ①計算社会科学における先端研究　②研究を促進するた
めの技術開発　③研究を促進するためのデータベース作成
をシミレーション部門、データ分析部門、データベース部門
において研究する。

657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1 078-803-7061 078-803-7059 http://www.ccss.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 先端膜工学研究センターは、世界的な膜研究拠点として、
基礎から応用まで幅広く膜の最先端研究を進めています。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6180 078-803-6180 http://www.research.kobe-u.ac.jp/eng-
membrane/center/index.html

神戸大学 マルチスケールを対象の散乱場内部を非破壊で可視化す
る統一的な方法論として、「光散乱透視科学」を創成する

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6235 http://www.oasis.kobe-u.ac.jp

神戸大学 ポートアイランド地区での異分野との共創研究等を推進し、
学外機関、団体等と連携した研究交流を促進し、その研究
成果で社会貢献に寄与する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-48 078-599-6710 078-599-6711 http://www.ircpi.kobe-u.ac.jp/

兵庫教育大学 教科教育系、幼年教育系 673-1494 加東市下久米942-1 0795-44-2380 0795-44-2302 https://www.hyogo-u.ac.jp/

兵庫教育大学 人間発達教育専攻
特別支援教育専攻
教育実践高度化専攻

673-1494 加東市下久米942-1 0795-44-2380 0795-44-2302 https://www.hyogo-u.ac.jp/

兵庫教育大学 学校教育実践学専攻
先端課題実践開発専攻
教科教育実践学専攻

673-1494 加東市下久米942-1 0795-44-2380 0795-44-2302 https://www.hyogo-u.ac.jp/

大学院 科学技術イノベーション研究科

DX・情報統括本部

バイオシグナル総合研究センター

分子フォトサイエンス研究センター

数理･データサイエンスセンター

研究基盤センター

都市安全研究センター

計算社会科学研究センター
　ＣＣＳＳ（Center for Computational Social Science）

先端膜工学研究センター

次世代光散乱イメージング科学研究センター

総合研究拠点

学校教育学部

大学院学校教育研究科（博士課程・専門職学位課程）

内海域環境教育研究センター

海洋底探査センター

内海域環境教育研究センター　マリンサイト

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター

ICHCセンター　保健管理部門

先端バイオ工学研究センター

大学院連合学校教育学研究科（博士課程）
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兵庫県立大学 国際商経学科(経済学コース、経営学コース、グローバルビ
ジネスコース）

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/em/

兵庫県立大学 社会情報科学科 651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/sis/

兵庫県立大学 経済学専攻、　経営学専攻
グローバルビジネス専攻
会計専門職専攻、経営専門職専攻

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/g3s/

兵庫県立大学 電気電子情報工学科
（電気工学コース、電子情報工学コース）
機械・材料工学科
（機械工学コース、材料工学コース）
応用化学工学科
（応用化学コース、化学工学コース）

671-2280 姫路市書写2167 079-266-1661 079-266-8868 http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/

兵庫県立大学 電気物性工学専攻
電子情報工学専攻
機械工学専攻
材料・放射光工学専攻
応用化学専攻
化学工学専攻

671-2280 姫路市書写2167 079-266-1661 079-266-8868 http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/

兵庫県立大学 物質科学科（物性基礎コース、物性コース、物質コース）
生命科学科（生体物性コース、生体分子コース、細胞コー
ス）

678-1297 赤穂郡上郡町光都3-2-1 0791-58-0101 0791-58-0131 http://www.sci.u-hyogo.ac.jp/

兵庫県立大学 理学部 附属生体材料センター 　 678-1297 赤穂郡上郡町光都3-2-1 0791-58-0101 0791-58-0131

兵庫県立大学 理学部 低温センター 当施設の主な役割は、研究用液体窒素／ヘリウムの安定
供給で、液体ヘリウムは学内にて回収－再凝縮されます。

678-1297 赤穂郡上郡町光都3-2-1 0791-58-0130 0791-58-0131

兵庫県立大学 理学部 附属アイソトープセンター ラジオアイソトープで標識された化合物を用いた遺伝子やタ
ンパク質の機能解析の施設です。
また、放射線業務従事者の教育訓練と健康診断を毎年実
施し、業務の安全徹底と従事者の健康管理を行っていま
す。

678-1297 赤穂郡上郡町光都3-2-1 0791-58-0101 0791-58-0131

兵庫県立大学 物質科学専攻
生命科学専攻

678-1297 赤穂郡上郡町光都3-2-1 0791-58-0101 0791-58-0131 https://www.sci.u-hyogo.ac.jp/

兵庫県立大学 環境人間学科
人間形成系･国際文化系･社会デザイン系･環境デザイン
系･食環境栄養課程

670-0092 姫路市新在家本町1-1-12 079-292-1515 079-293-5710 https://www.u-hyogo.ac.jp/shse/koho/index.html

兵庫県立大学 環境人間学専攻
人間環境部門、社会環境部門、共生博物部門

670-0092 姫路市新在家本町1-1-12 079-292-1515 079-293-5710 https://www.u-hyogo.ac.jp/shse/koho/index.html

兵庫県立大学 看護学科
看護基礎講座、実践基礎看護講座、
生涯広域健康看護講座Ⅰ、生涯広域健康看護講座Ⅱ
周産期ケア研究

673-8588 明石市北王子町13-71 078-925-0860 078-925-0858 https://www.u-hyogo.ac.jp/cnas/

兵庫県立大学 看護学ｊ研究科
博士前期課程　研究コース、高度実践看護コース、実践
リーダーコース、災害看護グローバルリーダーコース
博士後期課程　研究コース　災害看護グローバルリーダー
コース （5年一貫）

673-8588 明石市北王子町13-71 078-925-0860 078-925-0858 https://www.u-hyogo.ac.jp/cnas/

兵庫県立大学 データ計算科学専攻
データ科学コース、　　計算科学コース、
健康医療科学コース、情報セキュリティ科学コース

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-28
計算科学センタービル（神戸情報
科学キャンパス)
学園西町8丁目2-1(神戸商科キャ
ンパス)

078-303-1901 078-303-2700 https://u-hyogo.info/

兵庫県立大学 データ計算科学専攻
データ科学コース、　　計算科学コース、
健康医療科学コース、情報セキュリティ科学コース

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1
（神戸商科キャンパス）

078-303-1901 078-303-2700 https://www.u-hyogo.ac.jp/gsis/

兵庫県立大学 緑環境景観マネジメント専攻
保全管理領域、活用デザイン領域、施策マネジメント領域

656-1726 淡路市野島常盤954-2 0799-82-3131 0799-82-3124 http://www.awaji.ac.jp/gs-ldh/

兵庫県立大学 本研究科はジオ・エコ・ソシオの3つの分野を基盤とし、地域
資源の発掘・保全・活用ができる人材の育成を目指してい
ます。

668-0814 豊岡市祥雲寺字二ヶ谷128
県立コウノトリの郷公園内

0796-34-6079 0796-22-5200 http://www.u-hyogo.ac.jp/rrm/index.html

兵庫県立大学 減災復興政策専攻（博士前期・博士後期課程）行政、企
業、NPO等多様な主体が蓄積した知見等を体系化するとと
もに、既存の学問を横断的に組み合わせ、減災復興政策
にかかる教育研究を展開する。

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館4階､6階

078-891-7376 078-271-7202 https://drg-u-hyogo.jp/

兵庫県立大学 脱炭素社会の構築など、SDGｓに関する事柄を政策科学の
視点をもって多方面的に研究し、様々な提言を行います。

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5302 078-794-6166 http://ips-u-hyogo.jp

理学部

大学院　理学研究科

環境人間学部

大学院　環境人間学研究科

看護学部

大学院　看護学研究科

国際商経学部

社会情報科学部

大学院 社会科学研究科

工学部

大学院 工学研究科

大学院　情報科学研究科

大学院　情報科学研究科

大学院　緑環境景観マネジメント研究科

大学院　地域資源マネジメント研究科

大学院　減災復興政策研究科

政策科学研究所

県
立
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 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

兵庫県立大学 機能性マテリアル物性研究、ビーム物理学研究、ナノ構造
科学研究
放射光ナノ工学研究、ナノマイクロシステム研究

678-1205 赤穂郡上郡町光都3-1-2 0791-58-0249 0791-58-0242 https://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/

兵庫県立大学 医療機関や産業界等と連携し、先端医療工学（医療ヘルス
ケア機器分野、看護介護分野、食栄養分野）を研究

670-0836 姫路市神屋町3丁目264番地　兵庫
県立はりま姫路総合医療センター
教育研修棟３階

079-280-1248 079-280-1247 https://www.ame.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学 大学院　自然･環境科学研究所 （自然環境系） 県立人と自然の博物館の標本・データ等を活用して行う、
地球科学研究、系統分類研究、生態研究、生物資源研究、
環境計画研究

669-1546 三田市弥生が丘6丁目
県立人と自然の博物館内

079-559-2001 079-559-2007 http://www.hitohaku.jp/shizenken/

兵庫県立大学 大学院　自然･環境科学研究所 （宇宙天文系） 主に日本で二番目に大きななゆた望遠鏡を使って、太陽系
天体、銀河系内の恒星から遠方の銀河まで研究しています

679-5313 佐用郡佐用町西河内407-2
西はりま天文台内

0790-82-3886 0790-82-3514 http://www.nhao.jp/

兵庫県立大学 大学院　自然･環境科学研究所 （森林・動物系） 野生動物と人との軋轢の軽減を図るための保護管理体系
の構築や技術開発に関する研究

669-3842 丹波市青垣町沢野940
兵庫県森林動物研究センター内

0795-80-5500 0795-80-5506 http://www.wmi-hyogo.jp/

兵庫県立大学 大学院　自然科学研究所 景観園芸系 緑環境景観マネジメント専攻
保全管理領域、活用デザイン領域、施策マネジメント領域

656-1726 淡路市野島常盤954-2 0799-82-3131 0799-82-3124 http://www.awaji.ac.jp/gs-ldh/

兵庫県立大学 自然・科学研究所

地域資源マネジメント系

本研究科はジオ・エコ・ソシオの3つの分野を基盤とし、地域
資源の発掘・保全・活用ができる人材の育成を目指してい
ます。

668-0814 豊岡市祥雲寺128　コウノトリの郷
公園

0796-23-5666

兵庫県立大学 広域ケア開発研究　（災害看護、国際看護）
地域ケア実践研究　（地域の健康支援）

673-8588 明石市北王子町13-71 078-925-9605 078-925-9670 https://www.u-hyogo.ac.jp/careken/

兵庫県立大学 民間機関等との共同研究や企業の相談の取り次ぎなど、
産学連携のコーディネート

670-0962 姫路市南駅前町123
じばさんびる3F

079-283-4560 079-283-4561 https://www.u-hyogo.ac.jp/research/index.html

市
立

神戸市看護大学 看護学科 651-2103 神戸市西区学園西町3-4 078-794-8080 078-794-8086 https://www.kobe-ccn.ac.jp/

関西看護医療大学 看護学科 656-2131 淡路市志筑1456-4 0799-60-1200 0799-60-1201 https://www.kki.ac.jp/

関西看護医療大学 看護学専攻 656-2131 淡路市志筑1456-4 0799-60-1200 0799-60-1201 https://www.kki.ac.jp/

関西国際大学 地域の医療施設と連携しグローバルな社会で活躍できる看
護専門職者を育成。仕事を続けながら学修できます。

673-0521 三木市志染町青山1-18 0794-85-2288 0794-85-1102 http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学 社会学部 社会学科
共生社会専攻、文化・メディ
ア専攻、データサイエンス専
攻

社会に発生するさまざまな事象や問題を社会学の理論を
データ解析の手法を用いて分析する

650-0006 神戸市中央区諏訪山町3番1号 078-341-6060 078-371-4972 http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学 心理学科
臨床心理学専攻、犯罪心理学専攻、災害心理学専攻、産
業・消費者心理学専攻

650-0006 神戸市中央区諏訪山町3番1号 078-341-6060 078-371-4972 http://www.kuins.ac.jp

関西福祉大学 看護学専攻
博士前期課程：看護サービス活動の工夫・改善・改革
博士後期課程：看護ケアの開発と理論構築

678-0255 赤穂市新田380-3 0791-46-2525 0791-46-2546 https://www.kusw.ac.jp/graduate/d_nursing

吉備国際大学 農学部、ホームページ参照 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾370-1 0799-42-4700 0799-42-4701 https://kiui.jp/pc/gakka/jouzou/

関西学院大学 産官学連携の窓口 669-1330 三田市学園上ケ原1 079-565-9052 079-565-7910 http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/

関西学院大学 産官学連携の窓口 662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155 0798-54-6890 0798-54-6812 http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/

関西学院大学 総合心理科学科 662-8501 西宮市上ヶ原一番町1-155 0798-54-6201 0798-51-0984 https://psysci.kwansei.ac.jp/

関西学院大学 建築学科　ホームページ参照 669-1337 三田市学園上ケ原1 079-565-7601 079-565-7605 https://www.kwansei.ac.jp/s_architecture

関西学院大学 総合心理科学専攻 662-8501 西宮市上ヶ原一番町1-155 0798-54-6201 0798-51-0984 https://psysci.kwansei.ac.jp/

甲子園大学 栄養学科：　管理栄養、臨床栄養、スポーツ栄養、食育
食創造学科：　食品加工、流通、食科生産、店舗経営、食
品開発、食品ビジネス、食生活と健康

665-0006 宝塚市紅葉ガ丘10-1 0797-87-5111 0797-87-5666 http://www.koshien.ac.jp/

高度産業科学技術研究所

先端医療工学研究所

地域ケア開発研究所

産学連携・研究推進機構

看護学部

看護学部

研究推進社会連携機構

文学部

建築学部

大学院 文学研究科

栄養学部

大学院 看護学研究科

大学院 看護学研究科　博士前期・後期課程
保健医療学部　看護学科

心理学部

大学院 看護学研究科

農学部

研究推進社会連携機構

私
立
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 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

甲南大学 産官学連携の推進と研究支援 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2754 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/front/

甲南大学 物理学科、生物学科、機能分子化学科 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 https://www.konan-
u.ac.jp/faculty/science_and_engineering/

甲南大学 知能情報学科 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 http://www.konan-u.ac.jp/faculty/ii/

甲南大学 物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、生命・機能科学専攻
および知能情報学専攻を擁し、最先端の教育研究を展開

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 https://www.konan-u.ac.jp/graduate/natural

甲南大学 「現代人の心の危機」や「次世代育成」に関する共同研究、
子育て支援･アート・哲学等の実践研究

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2683 078-435-2683 https://www.konan-u.ac.jp/kihs/

甲南大学 本研究所では、多様な生物を研究対象として、分子レベル
から生態系までの幅広い最先端研究を行っています。

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2754 078-435-2324 https://www.konan-u.ac.jp/hp/neurobio/

甲南大学 人文、社会、自然科学分野の諸分野にわたる総合的な共
同研究を行い、学術の進歩に寄与することを目的とする

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2559 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/souken/

甲南大学 国内外の研究機関と共同研究を通じて、地域経済クラス
ターを創造し、阪神地域の地域経済・産業活動を活性化す
る

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-569-0214 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/bi/

甲南大学 分子レベルで生命現象を解明し、その知見を医療・食品・環
境・創薬・機能性材料などの分野に応用する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1457 078-303-1495 http://www.konan-first.jp/

甲南大学 分子レベルで生命現象を解明し、その知見を医療・食品・環
境・創薬・機能性材料などの分野に応用する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1457 078-303-1495 http://www.konan-first.jp/

甲南大学 生命の基盤的現象に関わる核酸（遺伝子）の機能を解明
し、その機能を化学的に活用して社会に還元することを目
指す

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1147 078-303-1495 http://www.konan-fiber.jp/

甲南女子大学 大学院看護学研究科、看護学科、理学療法学科 658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3722 078-413-3742 http://www.konan-wu.ac.jp/

甲南女子大学 医療栄養学科 658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3017 078-431-0364 http://www.konan-wu.ac.jp/

甲南女子大学 看護学研究科　博士前期課程
看護学研究科　博士後期課程

658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3722 078-413-3742 http://www.konan-wu.ac.jp/

神戸学院大学 栄養学科
管理栄養学専攻と臨床検査学専攻があり、管理栄養士、臨
床検査技師、栄養教諭の養成教育並びに、栄養学をはじ
めとする、基礎・臨床研究を行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.kobegakuin.ac.jp/

神戸学院大学 博士前期課程（2年）であり、栄養学をはじめとする、基礎・
臨床研究を活発に行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.kobegakuin.ac.jp/

神戸学院大学 博士後期課程（3年）であり、栄養と薬学が融合したユニー
クな研究科である。課程博士、。論大博士を有し、広範囲の
基礎・臨床研究を活発に行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 https://www.nutr.kobegakuin.ac.jp/~eiyouhm/graduate/che
mical/index.html

神戸学院大学 理学療法学科、作業療法学科、社会リハビリテーション学
科

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 https://www.kobegakuin.ac.jp/faculty/rehabilitation/

神戸学院大学 神戸市の「認知症のひとにやさしいまちづくり」条例と協働し
て、認知症の人が尊厳をもって生活できる地域をめざして、
地域の高齢者を対象に認知症の早期診断、診断後支援に
つながる調査研究を行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5094 http://www.dementia-friendly.jp/

神戸学院大学 医療リハビリテーション学専攻（修士課程）
社会リハビリテーション学専攻（修士課程）
医療リハビリテーション学専攻（修士後期課程）

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.reha.kobegakuin.ac.jp/~hp-
reha/index/index.html

神戸学院大学 薬学科　医療人としての薬剤師に必要な知識及び技術を修
得させ、社会の求める医療のニーズに応えうる問題解決能
力を持った学士（薬学）の育成を行うとともに、高度の専門
知識技能を持った薬剤師の養成を行います。

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-1551 078-974-4861 http://kobegakuin-yakugaku.jp

神戸学院大学 薬学研究科　博士課程（４年制）であり、医学の進歩に対応
できる高度な専門職業人と、医療薬学分野の次代の教育、
研究を担う人材を育成します。あわせて、医療品の臨床開
発や臨床評価を行うことにより社会貢献できる人材を輩出
することを目指しています。

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-1551 078-974-4861 http://kobegakuin-yakugaku.jp

フロンティア研究推進機構

ビジネス・イノベーション研究所

フロンティアサイエンス学部（FIRST）

大学院 フロンティアサイエンス研究科

先端生命工学研究所（FIBER）

看護リハビリテーション学部

医療栄養学部

理工学部

知能情報学部

大学院 自然科学研究科

人間科学研究所

統合ニューロバイオロジー研究所

総合研究所

大学院 総合リハビリテーション学研究科

薬学部

大学院 薬学研究科

大学院 看護学研究科

栄養学部

大学院 栄養学研究科

大学院 食品薬品総合科学研究科

総合リハビリテーション学部

総合リハビリテーション学部
認知症の人にやさしいまちづくり研究プロジェクト
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 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

神戸学院大学 戦略的研究基盤形成支援事業（2012年～2016年)のプロ
ジェクト「医用ナノパーティキュレートシステムの基盤研究」
を中心に、実用化をめざし、5つの研究テーマで運営してい
ます

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-4606 078-974-4661 https://www.kobegakuin.ac.jp/kgulsc/

神戸芸術工科大学 ビジュアルデザイン学科、ファッションデザイン学科、プロダ
クト・インテリアデザイン学科、環境デザイン学科、まんが表
現学科、映像表現学科、アート・クラフト学科

651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1 078-794-2112 078-794-5027 https://www.kobe-du.ac.jp/

神戸芸術工科大学 「科学と技術」「人間と歴史」「芸術と文化」が融合する芸術
工学を基盤に、デザインとアートの力を活かした試みを実
践。社会に貢献する研究活動を行います。

651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1 078-794-2112 078-794-5027 https://www.kobe-du.ac.jp/

神戸情報大学院大学 社会の課題を解決できる探究型のICT技術者を育成する専
門職大学院

650-0001 神戸市中央区加納町2-2-7 078-262-7715 078-262-7737 https://www.kic.ac.jp/

神戸女子大学 看護学専攻　（博士前期・博士後期課程） 650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2 078-303-4811 078-303-4703 https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

神戸女子大学 人間栄養学の観点から多様な健康問題を把握し、優れた
思考と技術から食の諸問題を解決できる人材を育成する

650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2 078-303-4700 078-303-4703 https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

神戸女学院大学 バイオサイエンス領域、健康科学領域、環境・生態領域、科
学教育領域

662-8505 西宮市岡田山4-1 0798-51-8553 0798-51-8560 https://www.kobe-c.ac.jp/

神戸女学院大学 臨床心理学分野、人間行動学分野、環境科学分野、健康
科学分野

662-8505 西宮市岡田山4-1 0798-51-8553 0798-51-8560 https://www.kobe-c.ac.jp/

神戸女学院大学 臨床心理学領域、行動科学領域（2024年４月に心理学部　
心理科学を開設予定）

662-8505 西宮市岡田山4-1 0798-51-8553 0798-51-8560 https://www.kobe-c.ac.jp/

神戸常盤大学 医療検査学科、診療放射線学科、口腔保健学科、看護学
科

653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2 078-611-1821 078-643-4361 http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

神戸常盤大学 こども教育学科 653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2 078-611-1821 078-643-4361 http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

神戸薬科大学 薬学科 658-8558 神戸市東灘区本山北町4-19-1 078-453-0031 078-441-7506 https://www.kobepharma-u.ac.jp/

園田学園女子大学

園田学園女子大学短期大学
部

健康・看護・介護・栄養・食品・スポーツ栄養・学校教育・幼
児教育・生涯教育・不登校・経済・ビジネスに関する研究

661-8520 尼崎市南塚口町7-29-1 06-6429-1201 06-6422-8523 http://www.sonoda-u.ac.jp/

姫路大学 看護学科・こども未来学科 671-0101 姫路市大塩町2042番2 079-247-7301 079-247-7739 https://koutoku.ac.jp/himeji/

姫路大学 看護学専攻 671-0101 姫路市大塩町2042番2 079-247-7301 079-247-7739 https://koutoku.ac.jp/himeji/

姫路獨協大学 医療薬学科 670-8524 姫路市上大野7-2-1 079-223- 2211 079-285-0352 https://www.himeji-du.ac.jp/

姫路獨協大学 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚療法学科、こども
保健学科、臨床工学科

670-8524 姫路市上大野7-2-1 079-223- 2211 079-285-0352 https://www.himeji-du.ac.jp/

姫路獨協大学 看護学科 670-8524 姫路市上大野7-2-1 079-223- 2211 079-285-0352 https://www.himeji-du.ac.jp

兵庫大学 栄養マネジメント学科、健康システム学科 675-0195 加古川市平岡町新在家2301 079-427-5111 079-427-5112 https://www.hyogo-dai.ac.jp/

兵庫大学 看護学科 675-0195 加古川市平岡町新在家2301 079-427-5111 079-427-5112 https://www.hyogo-dai.ac.jp/

兵庫大学 （博士前期課程・博士後期課程）
基盤看護学、エンドオブライフケア看護学、生涯発達看護
学、広域看護学

675-0195 加古川市平岡町新在家2301 079-427-5111 079-427-5112 https://www.hyogo-dai.ac.jp/

兵庫医科大学 医学科 663-8501 西宮市武庫川町1-1 0798-45-
6111(代表）

0798-45-6168 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 医学研究科は、2つの専攻科と、その下に8つの研究分野を
設置し、各研究分野において高度の研究開発能力、あるい
は医療に関わる専門知識・技術を要請する。

663-8501 西宮市武庫川町1-1 0798-45-6111
（代表）

0798-45-6168 https://www.hyo-med.ac.jp/

ライフサイエンス産学連携研究センター

芸術工学部

大学院 芸術工学研究科

保健科学部

教育学部

薬学部

人間健康学部・人間教育学部・経営学部

短期大学部

看護学部・教育学部

大学院 看護学研究科

情報技術研究科情報システム専攻

大学院 看護学研究科

大学院 健康栄養学研究科

人間科学部　環境・バイオサイエンス学科

大学院 人間科学研究科

人間科学部　心理・行動科学科

大学院 医学研究科

薬学部

医療保健学部

看護学部

健康科学部

看護学部

大学院 看護学研究科

医学部
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 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

兵庫医科大学 医学部 先端医学研究所 当研究所には４つの部門が設置されており、大学全体の研
究レベル向上が期待されています

663-8501 西宮市武庫川町1-1 0798-45-6111 0798-45-6168 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 医療薬学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6(神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 医系総合大学のメリットを最大限に生かし、医学と薬学を融
合させた研究活動を通じて、医療現場の問題点を解決でき
る薬学研究者を養成します。

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6(神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 薬学部 先端医薬研究センター 学校法人　兵庫医科大学　内外との共同研究の拠点とし
て、本センターでは、医学・薬学の発展に貢献するため、
様々な疾患の予防や治療に資する最先端創薬・基礎薬学
研究に取り組んでいる。

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 看護学部 看護学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 看護学全般に関する研究　基礎研究から臨床・実践に関す
る研究を行っている

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 理学療法学科・作業療法学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 リハビリテーション科学領域における評価治療方法の開発
並びに効果判定に係る研究、高度医療人材の育成

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャ
ンパス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

武庫川女子大学 薬の創製、生体作用、薬効、体内動態などに関する薬学研
究、および、健康と環境に関わる衛生薬学研究

663-8179 西宮市甲子園九番町11-68 0798-45-9931 0798-41-2792 http://www.mukogawa-u.ac.jp/

武庫川女子大学 薬学部薬学科 臨床薬学教育センター 臨床薬学 663-8179 西宮市甲子園九番町11-68 0798-45-9954 0798-41-5150 http://www.mukogawa-u.ac.jp/

武庫川女子大学 大学院 薬学研究科・薬学部 分析センター 分析センター 663-8179 西宮市甲子園九番町11-68 0798-45-9941 0798-41-2792 http://www.mukogawa-u.ac.jp/

武庫川女子大学 大学院 薬学研究科・薬学部 薬用植物園 薬用植物園 663-8179 西宮市甲子園九番町11-68 0798-45-9932 https://ph.mukogawa-u.ac.jp/~botanic/

武庫川女子大学 建築学専攻・建築学科 663-8121 西宮市戸崎町1-13 0798-67-4501 0798-67-4505 http://aｒｃｈ.mukogawa-u.ac.jp

武庫川女子大学 景観建築学専攻・景観建築学科 663-8121 西宮市戸崎町1-13 0798-67-4501 0798-67-4505 http://la.mukogawa-u.ac.jp/

武庫川女子大学 個体生命解析学、細胞生命解析学、分子生命解析学、生
命化学解析学の研究

663-8179 西宮市甲子園九番町11-68 0798-45-5212 0798-41-2792 http://www.mukogawa-u.ac.jp/~bsk/

武庫川女子大学 看護学科 663-8558 西宮市池開町6-46 0798-39-9005 0798-39-9006 http://www.mukogawa-u.ac.jp/

武庫川女子大学 看護学専攻　修士課程（看護学研究コース、看護学研究保
健師コース）、博士後期課程

663-8558 西宮市池開町6-46 0798-39-9005 0798-39-9006 http://www.mukogawa-u.ac.jp/

流通科学大学 ① 経営学科、マーケティング学科
② 経済学科、経済情報学科
③ 人間社会学科、観光学科、人間健康学科
④流通科学専攻（修士課程）流通科学専攻（博士後期課
程）

651-2188 神戸市西区学園西町3-1 078-794-3555 078-794-3510 https://www.umds.ac.jp/

産業技術短期大学 機械工学科、電気電子工学科、情報処理工学科、ものづく
り創造工学科

661-0047 尼崎市西昆陽1-27-1 06-6431-7561 06-6431-5998 https://www.sangitan.ac.jp/

（独）国立高等専門学校機構
明石工業高等専門学校

機械工学科、電気情報工学科、都市システム工学科、建築
学科

674-8501 明石市魚住町西岡679-3 078-946-6017 078-946-6028 https://www.akashi.ac.jp

神戸市立工業高等専門学校 機械工学科、電気工学科、電子工学科、応用化学科、都市
工学科

651-2194 神戸市西区学園東町8-3 078-795-3311 078-795-3314 http://www.kobe-kosen.ac.jp/

薬学部

大学院 薬学研究科

大学院 看護学研究科

リハビリテーション学部

高

等

専

門

学

校

大学院看護学研究科

① 商学部
② 経済学部
③ 人間社会学部
④大学院　流通科学研究科

大学院 医療科学研究科

大学院 薬学研究科・薬学部

大学院 建築学研究科・建築学部

大学院 建築学研究科・建築学部

バイオサイエンス研究所

看護学部
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 1　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

（独）海技教育機構
海技大学校

航海科、機関科
船舶の運航技術、安全性・信頼性、海洋汚染、船員教育等
に関する研究

659-0026 芦屋市西蔵町12-24 0797-38-6202 0797-32-7904 http://www.jmets.ac.jp/kaidai/index.html

天津中医薬大学
鍼灸推拿学院 神戸校

中国伝統医学である鍼灸･推拿･中薬(漢方薬)を総合的に
研究し学ぶことを目的にしている

650-0021 神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ13F･14F

078-325-2789 078-325-2784 http://k-toyoiryo.com/heishu.html

大阪大学 OUエコシステムを推進し、豊かで幸福な社会の実現を目指
す

565-0871 大阪府吹田市山田丘2-8　テクノア
ライアンス棟

06-6879-4875 https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/

東京大学 「富岳」をはじめとした最先端スパコンで利用可能な、産業
界のニーズを取り込んだ計算科学シミュレーションソフト
ウェアを研究開発しています

153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 03-5452-6661 03-5452-6662 http://www.ciss.iis.u-tokyo.ac.jp/

その他関係大学

鍼灸推拿学科

共創機構

生産技術研究所
　革新的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究センター

そ
の
他

国
立
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